
【様式第1号】

基山町：連結会計 （単位：千円）

科目名 金額 科目名 金額
【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 34,066,658   固定負債 12,364,056

    有形固定資産 29,618,172     地方債等 8,736,401

      事業用資産 13,472,791     長期未払金 -

        土地 5,729,691     退職手当引当金 978,841

        立木竹 -     損失補償等引当金 -

        建物 14,186,220     その他 2,648,814

        建物減価償却累計額 -7,561,589   流動負債 1,012,897

        工作物 1,708,907     １年内償還予定地方債等 810,040

        工作物減価償却累計額 -1,140,710     未払金 85,792

        船舶 124     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -25     前受金 678

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 82,705

        航空機 -     預り金 25,935

        航空機減価償却累計額 -     その他 7,747

        その他 1,075,554 負債合計 13,376,953

        その他減価償却累計額 -525,382 【純資産の部】

        建設仮勘定 -   固定資産等形成分 34,970,385

      インフラ資産 15,618,944   余剰分（不足分） -12,363,338

        土地 2,878,439   他団体出資等分 -

        建物 217,695

        建物減価償却累計額 -83,122

        工作物 20,339,443

        工作物減価償却累計額 -7,776,058

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 42,548

      物品 1,402,842

      物品減価償却累計額 -876,405

    無形固定資産 1,362,054

      ソフトウェア 29,005

      その他 1,333,049

    投資その他の資産 3,086,432

      投資及び出資金 28,161

        有価証券 -

        出資金 19,317

        その他 8,844

      長期延滞債権 77,525

      長期貸付金 18,988

      基金 2,951,606

        減債基金 83,276

        その他 2,868,329

      その他 16,036

      徴収不能引当金 -5,883

  流動資産 1,917,341

    現金預金 771,353

    未収金 110,624

    短期貸付金 -

    基金 903,727

      財政調整基金 837,729

      減債基金 65,997

    棚卸資産 123,424

    その他 10,565

    徴収不能引当金 -2,352

  繰延資産 - 純資産合計 22,607,046

資産合計 35,983,999 負債及び純資産合計 35,983,999

連結貸借対照表
（平成29年3月31日現在）



【様式第2号】

基山町：連結会計 （単位：千円）

連結行政コスト計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額
  経常費用 11,642,687

    業務費用 4,616,999

      人件費 1,403,103

        職員給与費 1,158,529

        賞与等引当金繰入額 82,705

        退職手当引当金繰入額 55,155

        その他 106,714

      物件費等 2,958,848

        物件費 1,885,721

        維持補修費 112,943

        減価償却費 959,340

        その他 844

      その他の業務費用 255,049

        支払利息 134,762

        徴収不能引当金繰入額 8,103

        その他 112,184

    移転費用 7,025,688

      補助金等 6,170,640

      社会保障給付 850,379

      その他 4,669

  経常収益 732,990

    使用料及び手数料 568,811

    その他 164,179

純経常行政コスト 10,909,697

  臨時損失 8,370

    災害復旧事業費 3,810

    資産除売却損 4,204

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 356

  臨時利益 24,049

    資産売却益 23,565

    その他 484

純行政コスト 10,894,018



【様式第3号】

基山町：連結会計 （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分
前年度末純資産残高 22,558,701 35,029,895 -12,471,194 -

  純行政コスト（△） -10,894,018 -10,894,018 -

  財源 11,234,374 11,234,374 -

    税収等 7,868,423 7,868,423 -

    国県等補助金 3,365,951 3,365,951 -

  本年度差額 340,356 340,356 -

  固定資産等の変動（内部変動） -233,167 233,167

    有形固定資産等の増加 608,565 -608,565

    有形固定資産等の減少 -974,401 974,401

    貸付金・基金等の増加 596,172 -596,172

    貸付金・基金等の減少 -463,503 463,503

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 - -

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -292,010 173,656 -465,667

  本年度純資産変動額 48,346 -59,510 107,856 -

本年度末純資産残高 22,607,046 34,970,385 -12,363,338 -

連結純資産変動計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日



【様式第4号】

基山町：連結会計 （単位：千円）

連結資金収支計算書
自　平成28年4月1日
至　平成29年3月31日

科目名 金額
【業務活動収支】

  業務支出 10,727,984

    業務費用支出 3,702,296

      人件費支出 1,476,641

      物件費等支出 1,983,922

      支払利息支出 134,762

      その他の支出 106,972

    移転費用支出 7,025,688

      補助金等支出 6,170,640

      社会保障給付支出 850,379

      その他の支出 4,669

  業務収入 11,586,868

    税収等収入 7,750,954

    国県等補助金収入 3,089,715

    使用料及び手数料収入 584,306

    その他の収入 161,893

  臨時支出 4,166

    災害復旧事業費支出 3,810

    その他の支出 356

  臨時収入 484

業務活動収支 855,202

【投資活動収支】

  投資活動支出 1,158,864

    公共施設等整備費支出 607,428

    基金積立金支出 502,998

    投資及び出資金支出 697

    貸付金支出 31,705

    その他の支出 16,036

  投資活動収入 820,830

    国県等補助金収入 257,261

    基金取崩収入 364,956

    貸付金元金回収収入 41,097

    資産売却収入 34,422

    その他の収入 123,095

投資活動収支 -338,033

【財務活動収支】

  財務活動支出 947,634

    地方債等償還支出 939,991

    その他の支出 7,643

  財務活動収入 523,399

    地方債等発行収入 523,399

    その他の収入 -

前年度末歳計外現金残高 16,348

本年度歳計外現金増減額 -637

本年度末歳計外現金残高 15,711

本年度末現金預金残高 771,353

財務活動収支 -424,234

本年度資金収支額 92,935

前年度末資金残高 662,707

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 755,642


